
「データ構造」 第 �回 資料 （���� ��� ���	� 奥乃）

� 宿題 � 次回の講義前 ������まで� に教壇に提出すること

問 � 『老子』の ��節を参考にし、自然数の定義を再帰的に記述しなさい。

問 � 自然数を 	
���		� 関数を用いて定義しなさい。

問 � 自然数の加算を定義しなさい。

問 � 自然数の減算を定義しなさい。

問 � アルゴリズムが正しいと認められるための条件を述べなさい。

問 � アルゴリズムが正しいことを証明するた

めの方法の概略を述べなさい。

問 � 右のグラフは� �� ������� � ������� ��

の曲線をプロットしたものである� 各関

数がどの曲線を示しなさい。
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� 今後の予定 �改訂�

� ��� 講義 計算機内でのデータ表現

� ���� 講義 アルゴリズムと計算量� 基本的なデータ構造

� ���� 講義 基本的なデータ構造

� ���� 試験 � 試験範囲は第 �から第 �回まで

	 	�
 講義 優先度つき待ち行列� ヒープ

� 	��� 講義 �分探索木


 	��� 講義 平衡探索木

� 	��� 講義 ソーティング �整列

� ��� 試験 � 試験範囲は試験 �以降

�� ���� 講義 ソーティング �整列

�� ���� 創立記念日 プログラミング課題� 文字列処理

�� ���	 講義 ������ の作り方 �駒谷先生

�� 
�� 講義 文字列照合アルゴリズム

�� 
�� 講義 文字列処理の応用

�	 
���？ 期末試験 試験範囲は試験 �以降

�� ��� ����� プログラミング課題レポート締切
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